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■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派
千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

Jケア株式会社
訪問看護ステーション結

担当/採用係

まずは、お気軽にお電話ください。【受付/9～18時】

☎0123-29-5785

資　格▶ 要普免、正看護師
給　与▶ 新卒/月給173,500円～資格手当込　 

正看看護経験者/月給260,000～270,000円
時　間▶ 8:30～17:30
休　日▶ 土・日・祝日、夏季休暇、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、賞与年2回（業務成績による）

〒061-1449 
恵庭市黄金中央1丁目13-1

業務拡大につき
スタッフ募集! !
育児や介護中の方も勤務時間相談ください♪

恵庭 正 訪問看護師

期　間▶ 9/27～12/31 
※延長の可能性有

仕　事▶事務補助（外勤有）
資　格▶ 未経験者歓迎、 

パソコン入力可能な方、要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:45～17:30 ※実働8h
休　日▶土日祝
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭RBP/恵庭市恵み野北3丁目1-1

時給 
1,000円!!

契約社員への登用有

恵庭市恵み野北
3丁目1-1 S-206

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-5080
㈱ガーデンシティ恵庭

受付/平日9～17時

恵庭 ア 事務補助

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでのシートやボディ 

洗浄、加修作業
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（月7～10日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有 
　（年間所定休日108日）

時　間▶ 9:00～17:00
給　与▶ 時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶ 交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

昇給有! 連休有! 接客なし!

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験3年以上） ★AT限定可
時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 

［夕・夜］①17:00～翌2:30 ②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 ※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、有給休暇、
慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

★入社支度金制度
10～30万円利用可
★賃金保証制度
★異業種からの転職も歓迎!!

6ヶ月間 月25万円支給
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タクシードライバー
になろう!!/

千歳 正 嘱 タクシードライバー

②菓子のパッキング・仕上げ
期　間▶11/1～翌2/15
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～15:00 ※実働5h

期　間▶10/1～翌2/15
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ ①時給950円　②時給920円
時　間▶ ①7:00～12:00　

②9:00～15:00  
※いずれも実働5h

①菓子製造補助

〒066-0077 千歳市上長都3番地6
［担当］松谷

下記まで写真付き履歴書を送付ください。
書類選考の上、面接日をご連絡します。

☎0123-25-8613
株式会社ボンタイム北海道

各1名

4名

休　日▶ 土日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車

通勤可、制服貸与

共通項目

秋からスタート!!

男女
ともに
OK!

未経験者
歓迎♪

お菓子製造に
 関わるお仕事です。

千歳 パ 製造補助、パッキング、仕上げ

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム） 
給　与▶時給1,200～1,500円 
資　格▶調理師資格必須
時　間▶ 4:00～13:00 ※実働8h（応相談）
◆調理補助
給　与▶ 時給950円 ※5時迄深夜割増有/時給1,188円
時　間▶ ①4:00～7:30 ※実働3.5h（応相談） 

②4:00～13:00 ※実働8h（応相談） 
③8:30～16:30もしくは18:30（炊飯要員）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ ①9:30～18:30（実働7h） 

②9:30～16:00（実働5h） 
③12:00～18:30（実働5h） 
※①～③選択OK 
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝 
※月に数回土日勤務あります。

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂
◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,200～1,500円
資　格▶調理師資格必須
時　間▶ ①4:00～13:00（実働8h）  

②8:30～18:30（実働8h） ※①②選択可
◆調理補助（炊飯要員）
給　与▶ 時給1,200円  

※5時迄深夜割増有/時給1,500円
時　間▶ 4:00～7:30 ※実働3.5h（応相談）
《共通項目》
勤　務▶シフト制 ※日数・時間はご希望をお伺いします。 
待　遇▶ 各種保険完備(時間数による）、制服貸与、 

交通費規定支給、試用期間3ヶ月/同条件

未経験者
OK！

未経験者
OK！

短時間勤務
もご相談 
ください 短時間勤務

もご相談 
ください

未経験者
OK！

まずはお電話ください。面接は、恵庭市内で行います。

☎011-215-8908

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄

急募駐屯地内食堂スタッフ

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-15-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス
支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて 
　あるワラを取り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除 
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶ 日給3,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶ ①週6日 ②週5日 ※①②選択可
休　日▶ ［週6日勤務］ 

日曜定休、夏季・冬季休暇 
［週5日勤務］ 
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶ ノーザンファーム早来 
（勇払郡安平町早来源武275）

牧場作業
スタッフ募集!!

長期で勤務
できる方歓迎♪ Wワーク

OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

職場見学
まずは

してみませんか？

いきなり長期で働くのは心配…　そんな方に！▼
まずは短期の勤務から始めることもOKです！

安平 パ 牧場作業

【恵庭市】 倉庫内作業

日払いOK! 長期 【苫小牧市】 夜間ホーム倉庫内作業
★正社員登用有!

恵庭・その他 ア パ 倉庫内作業

千歳市勇舞8-6-9 F棟102 

【受付/7～19時】　担当/髙倉
☎0123-25-5117

まずはお気軽にお電話ください。

㈱札幌物流
千歳営業所

給　与▶ 時給880円～ ※22:00以降/時給1,130円 
時　間▶ ①18:00～翌3:00　②20:00～翌5:00 

※当社シフトによる　※①②選択可 
※①②ともに上記時間帯の間で実働5～6h（応相談）

勤　務▶週5日～
資　格▶ 未経験者歓迎、自力通勤可能な方、 

リフト免許保持者歓迎
待　遇▶ 自家用車使用の場合は手当有（社内規定有）、

試用期間終了後社員登用有

倉庫内 
作業員 
募集!!

仕　事▶ 野菜の選別等
給　与▶ 日給7,200円+移動手当
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶ 週1日～OK
資　格▶ 未経験者歓迎、普通免許あれば尚可

★シニア世代も活躍中!　
★WワークOK! 
★移動手当支給

繁忙期につき増員募集!
現場までらくらく

送迎有!!

勤務先▶ 恵庭市本町210
仕　事▶食品スーパーでの清掃
時　間▶ 7:30～10:30、7:30～11:30 

※シフト制
勤　務▶ 4週6休程度 
給　与▶ 時給865円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇

未経験者
歓迎♫

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303応

募

スタッフみんなが明るく元気に働いています！

勤務日数相談可能
恵庭 パ 日常清掃

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

勤務開始日や働く日数、Wワーク等、
気になることはなんでも聞いてください！

応募☎26-7730

仕　事▶客室清掃･備品補充等
給　与▶ 時給870円～ ★昇給有
時　間▶ 【早番】土日/8:00～17:00 

【遅番】平日/18:00～24:00 
　　　日祝/17:00～24:00

勤　務▶ 【早番】土日 
【遅番】日曜を含む週3～4日

待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、 
労災保険有、昇給有、雇用保険有（条件有）

扶養内勤務
可能！

早番･遅番
選べます！

千歳 パ 清掃

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる） 

※GW・お盆・お正月は長期休暇取得可能
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

恵庭 派 部品製造

長期安定!

★もくもくと軽作業ができる!
★長期休暇取得可能!
★しっかり稼ぎたい方にオススメ!

急募

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆部品袋詰め作業
仕　事▶ 部品を集め、数えてビニール袋詰、 

ダンボールに箱詰、取扱説明書などの袋詰、 
簡単な部品の組立作業など

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00の間で実働5～6h ※要相談  

※12:00～1hのお昼休憩有 
※小休憩有（10:00～10:10、15:00～15:10）

休　日▶毎週 土日
期　間▶即日～ ※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)

株式会社IHIアグリテック構内での簡単なお仕事です。
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女性歓迎

扶養範囲内
勤務OK

安
心
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千歳 ア パ 工場内軽作業


